
長 崎 県 地 学 会 誌 第 15号 (1971)

ま え が き

明治元年洋式採炭の技術を初めて日本に導入 し

たのは,長崎県の高島炭坑である。最近最新式の

無人採炭で出炭能率の新記録を樹立 したのも池島

炭坑である。最近百年長崎県の炭坑の歩んだ歩み

は日本のそれとも言える。

(1)百年の主な歩み

石炭鉱業百年の歩みを振 り返ってみれば,三度

の大きな変換がある様に考 えられる。その第一は

明治元年高島炭坑に西洋技術が導入 された時代で

ある。従来狸掘 と称 して石炭の露頭から炭層に沿

うて曲がりくねって狸の穴の様な原始的な採炭法

から残柱式採炭法によって,期則正 しく採炭 し,

蒸気ポンプを使用 して排水を行なった時代である。

高島炭坑では明治 7年 には20万 トンの出炭をし

た記録がある。明治 24年には 300万 トンを突

破 し, 26年には筑豊三菱鯰田炭坑で扇風機選炭

機が設置され,ウ ルフ安全燈が使用され,今迄カ

ンテラの裸火をやめ 27年には三池炭坑で電気照

明がなされる様になり,順調な発展をとげた。各

地に炭坑が開発され会社が設立された大正 7年当

時,日 本のベス トナンは三井 ,三菱,只島,安川 ,

蔵内,麻生 ,古河,製鉄,高取,大正の 10,会社

で全国出炭は 3,000万 トンを突破 した。

第二は昭和 3年少年婦人の坑内作業が禁止 され ,

長壁式採炭法が本格的操業を始めた時代である残

柱式時代は,個人稼行で採掘石炭は後山と称する

婦人等が篭で運搬 し,各個人が炭車に積込む方法

であったが長壁式では共同採炭でシュー ト又は切

羽運搬器で運び片盤運搬 もベルトコンペーヤー等

と改良される様になった。昭和 11年には全国

4,000万 トンを突破 した。世界大戦中は増産を

強制され,昭和 16年には51730万 トンの史上

最高記録を樹立 した。

終戦後は戦時中の乱掘の結果減産が続き,昭和

21年度 2,252万 トンと減少 した。

第二は世界的 エネルギー革命により燃料として

の石炭は石油に代わられる様になった。昭和 40

年 (カ ロリー当り石炭 74。 1銭 ,重油 62銭 )と

なり石炭単価切下げが要求され,石炭鉱業合理化

が笑行を余儀なくされ,能率の悪い炭坑はスクラ

ップ化され,閉山のやむなきに至 り昭和 37年の

第一次指定坑は全国 42坑 (長崎県 14坑 )と な

った。その指定条件は

① スクラップビル ト方式 (出炭能率 40ト ン/

人/月以上 )

② 全国 5,500万 トン体制の確立

③ 屯当り33年度単価より1,200円値下げ

39年第二次指定 (長崎県 12坑 )

指定条件

イ 炭量 10年以上残存

● 全国 59000万 トン体制

長崎県指定炭坑は二子,端島,池島,大島,日

鉄伊王島,柚木,上田飛島,大田第二報国,新北

松,飯野,松浦,潜竜,中興福島,の 12坑 であ

る。

昭rl1 4 0,年 には全国稼行炭坑 99坑 ,全国出炭

長 崎 県 石 炭 鉱 業 百 年 の 歩 み
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50,113,000ト ン (長崎県 5,567,736ト ン,全

国比 11%)

長崎県の出炭は昭和 26年 420万 トン (全国

比 9.1%)40年には 11%と 漸次増加している。

これは全国燃料炭としての石炭は減少 しているが ,

原料炭は需要を増大 したためである。長崎県の西

彼炭田は主に原料炭で殊に高島炭田はコークス原

料炭として,不可欠の優秀炭で今後益 重々要であ

る。詳細は次に述べる。

(2)長崎県の主な炭坑の記録

0)高 島 炭 坑

高島炭坑が発見開発されたのは,宝永 7年五平

太なる者が対岸深堀より渡来 し,高島炭の露頭

(今 も保護 している )を 発見 ,採掘 したと伝えら

れている。当時深堀は鍋島藩が領 していたので ,

文政年間領主直正はその亜松原源蔵をして英人技

師グラバーと共同経営せしめた。明治元年本村に

北渓井坑 (洋式立坑深さ45屁 ,現在炭坑で史蹟

として保護 している。 )を 開さくした。これが日

本に於ける洋式採炭の初めである。明治 2年には,

蒸気ポンプを据付け,排水 した。これを伝え問い

た人々は高島に来た。その主なる人々をあぐれば

次の通 りである。

杉山徳二郎は島根県人で,当時長崎に居住 し高島

で排水ポンプを研究 し,明治 14年筑豊古河 目尾

炭坑で蒸気ポンプを初めて使用 して,こ の地方の

開発 に貢献 し後長崎に居住 し田上に徳三寺 を建立

した信仰厚い実業家で,杉山種夫氏はその子であ

る。

片山逸太は長崎造船所の技師で,その経験から

明治 8年遠賀支流で,ボ ンプ実験をな し当時坑内

出水のため困難であ′た筑豊の炭坑に光明を与え.

た。

松尾治二郎は少年の頃,高 島炭坑でグラバーに

つき技術 を習得 し,後長崎に鉄工所を建設 した。

高取伊好は佐賀多久藩士で,高島で技術を習得

し,後杵島炭坑 を創設 した。

後藤象二郎は土佐藩士で,長崎に来た明治維新

の元勲で ,政府 が高後炭坑 を官営 より民営 とした

際グラバーとの関係 もあり政府は後藤に払下げ ,

後岩崎弥太郎に譲渡 した。これが三菱の炭坑に手

をつけた初めである。

グラバーは安政 6年 21才 で,開港直後の長崎

に渡来 じグラ′ヽ一商会 を組織 し,留易を営み近代

的造船 ,採炭 ,製茶等の事業を起こし,我が国の

発展に寄与 した。叉慶応年間に上海から機関車を

輸入 し大浦海岸にレールを敷 き汽車 を走 らせた。

これが日本における初めての汽車である。

南山手の 自宅 と,高島炭坑事務所 との間に電話

を架設 した。これが日本に於ける電話の初めであ

る。

グラバーツル夫人は大阪在住の人で,鹿児島島

津藩士五代友厚氏の世話で結婚 した。グラバーニ

世倉場富二郎は,その子である。明治 44年 12

月グラバーは東京で没 した。政府はその功績 を認

め勲 2等 に叙 した。長崎市稲佐にその墓はある。

小曾根乾堂は甲州 (山梨県 )の人で,平戸を経

て長崎に来 り安政 ,文久年間に松平春嶽 と南山手

浪ノ平海岸 135間 を埋立てた。記録は立山奉行

所の記録の中にある。 (小曾根家保管 )日本最古立坑 (北渓丼坑 )



埋立地は貯炭場 として使用 し,高島が三菱に移

ってか ら炭坑事務所を設置 し,社船夕顔丸は炭坑

との連絡に寄港 した。

高島炭坑は明治 6年 日本坑法発布により,三池

と共に官営 とな り, 7年には後藤に払下げ, 8年

にはガス爆発 かあ り70名罹災者 を出 した。これ

が最初の記録である。高島の出炭記録は 207,803

トンで最初のものである。 10年 には馬匹 10頭

を坑内に入れ炭車 を曳かした。馬匹運搬の初めで

ある。 16年 には 100万 トンを突破 した

(1,003,421ト ン )27年 には中ノ島坑 にウル

フ安全燈が使用された。 (グ ラバー記念館に保管

してある )

昭和になってから,昭和 11年端島第 2立坑 を

現在の 636鶴 (当 時 日本最深 )に掘下げた。

昭
~4n39年

端島坑の自然発火により深部稼行区

域の放棄水没 のため三 ツ瀬区域に移行 ,40年

10月 出炭再開 し沖ノ島開発に着工 した。 目下三

ツ瀬海底ボーリング施行中で着炭の見込みである。

二子坑では 39年坑内ガスを発電に利用 (14,000

kW)坑 内高温対策 として 39年 6月 から冷凍機

を本格的操業 し,叉 フライア ッシュ充損 を実行 し

た。二子坑では 40年 11月 か ら立坑揚炭を開始

した。この立坑は深 さ965屁 で,ス キップタイ

ン捲揚機で日本最深の立坑であるも

二子坑には坑外に中央制御室を設け遠隔操業 を

行なっている。王子坑出炭は昭和 40年 度

1,278,400ト ンで,原料炭 として三池 に次ぎ日

本第二位である。昭和 44年高島鉱業所は三池 鉱

業より独立 し,高島炭坑KKを創立 し二子端島,

新鯰田 (福岡県 )を統合 し資本金 1億円 (三菱全

額出資 )社長には岩間徳男氏 (三菱常務 )が就任

の予定である。

二子立坑 (日 本最深 965米 )

端.=島 坑 全
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昭和 44年には二子坑に自然発火が起こった。

自然発火対策は本坑の今後の重大な問題である。

(口)松島炭坑会社

松島には古くから西泊に小炭坑があり採掘 され

ていたが.,明治 39年佐賀銀行創始者古賀氏が開

発に着手 したのを三井鉱山は大正 2年之を買収 し,

松島炭坑KKを創設,内浦に第一斜坑 ,第二斜坑

を開さくし本格的採炭を始め更に外浦第 4坑 (立

坑 )を 開さくした。松島炭坑は海水の浸入が激 し

く立坑開発は出水のため困難を極めセメント注射

の特別の方法で大正 4年完成 した立坑で,深 さ

600″3(内径 6.2m)で ,日 産 3,000ト ンの

計画であった昭和 3年の最盛時には,年 50万 ト

ンを出した大炭坑であったが,大正 5年第 2坑 ,

大正 8年 第一斜坑 ,1昭和 4年第 3坑が水没 した。

松島炭坑では水の対策には特に努力 していたが ,

昭禾口9年 11月 25日午前 4時海底下 50mの掘

進先の断層より海水が浸入 し,突如水量増加:し ,

同日午後 4時立坑満水 し水没 した。当時抗内に居

た 144名中係員 8名 ,坑夫 46名 ,計‐54名が

尊い罹災者 となった。大きな国家の損失の大変災

である6 :

大島炭鉱は松島炭坑三井鉱山が主となり大正 9

年 6月 大島炭鉱KKを創立 したが,第一次大戦後

の財界不況のため同鉱の開発を休止 していたが ,

松島炭鉱の水没により急に昭和 10年 5月 開発に

力を注ぎ第一坑,第二坑を開発 し昭和 18年大島

坑と改称 し本格的採炭に着手 し, 34年べ々 トコ

ンベーヤーを設置 し昭和 36年には坑内:ガ イ (1

トン当 り1.8ピのガスあり)を利用 して自家発電

(5.00 0kw,需要の 90%を賄 う)を始めた。

昭和 26年には 428,000ト ン出炭 し崎戸に次ぎ

本県第二位の大炭坑 となった。

池島炭坑は昭和 26年 12月 開坑, 34年操業

開始,最初から機械採炭を始めホーベル ドラムカ

ッターを使用 し鉄柱 カッペ支保で 43年 シールド

自走枠で,本格的採炭を始め昭和 43年 7月 には

(104.82ト ン/人 /月 )の新記録を樹立 した。

その詳細は次の通 りである。

(1)場 所  東 1卸 5号下層払

7月 切羽出炭  115,200ト ン

常用労務者平均人員  1,099人

(2)

(3)

新記録  115,200÷ (1,099)=104.82ト ン

104。82ト ン/人 /月

昭和 43年全国平均出炭能率 46。 9ト ン/Vヽ

であるから池島坑が樹立 した 104。82ト ン/人 /

月は,全国平均の 2倍以上の日本としては極めて

優秀な新記録である。

池島炭坑 (松島炭坑KK)は 昭和 24年以来配

当を続け 42年 3月 には 6%と なり9月 期から無

配 となったが不況の石炭鉱業界にあり極めて優秀

な炭鉱で,出炭能率の新記録樹立により将来は益

有々望 と考 えられる。

池島坑では昭和 42年 9億円投資 して自家発電

(8,000kw)し ,その余熱を利用 して海水 を淡水

化する計画である。従来対岸大瀬戸町から水船で

トン 50円 で年 50万 トンを運んでいたが今度の

計画は 50円以下の見透 しがついたので実現 した

が,43年 には蒸溜装置日2,650ト ンで屯 当 り

経費 120円以上を要 したが,発電所の燃料は本

坑水洗粉炭を使用 している点から燃料費や蒸留の

熱功率を上昇せしめて本格的操業に入れば相当の

経費低下は確実と考 えられる。

海水から淡水を作る事業は国家的の大事業で,

損益を度外視 して本計画を実施せられた池島鉱業

所に多大の感謝 と敬意をささげたい。
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池島坑 ド鬱入カッター

池島坑 発電造水設備 (目 2650トン )

瀧 島 筑 自 走 枠

池 島 筑 住 宅 全 景

轟 炭 年 表  (1)明治時代

1711

宝永 7年 五平太による高島炭の発見

1 8 1 8-―・・ 1 8 3 0

文政年間 鍋島藩高島炭坑 を経営

明治元年 英人技師グラバーを招 き,深 さ45
れの北渓井坑 を開さく。

蒸気持揚機等の近代設備 をなす我国

最初の洋式立坑である。

◇

参 考 文 献

高島炭坑史稿

長崎談叢  45号
日本石炭鉱業大観

石炭 (新板 )有斐閣

石 炭 史 話

長崎県地学会誌 第 1号 第 8号

日本鉱業会誌  971号

長崎県立図書館

同   上

富
一
聞

孝

新

井

田

今

朝

九州炭鉱技術連盟会誌 第 21巻  7号
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明治 2年 蒸気ポンプを排水用に採用す。これ
石 炭 年 表 (2)大正時代

が日本最初の高島坑である。

6年 日本坑法発布高島坑を官営 とす。   1913
7年 後藤象二郎に高島坑を払下ぐ。出炭  大正 2年 松島炭坑KK設立,三井鉱山が古賀

高正式記録 207,803ト ン。           共有鉱区を統合 した。

8年 高島炭坑ガス爆発罹災者 70名           2,000万 トン突破 (2,131万 ト

日本最古の記録                ン全国 )

10年 高島炭坑で坑内に馬匹 10頭 を入れ  大正 4年 松島立坑完成 (600協 )       v
炭車を曳かす。               6年  鹿町炭坑KK設立 (鹿町炭坑KK)

14年 高島炭坑を後藤から岩崎弥太郎に譲        設立

渡す。                   7年  三菱鉱業KK,古河鉱業KK設立 ,

15年 深掘藩主鍋島直太郎が端島坑を所有。       九州大手炭坑 165坑ё

発見は約 150年前 といわれる。         当時ベス トテン会社 三井,三菱 ,

16年 年産 100万 トン突破 (1,003,421        貝島明治 (安川 )蔵内,麻生,古河 ,

トン)                    製鉄,高取 ,大正

19年 蛎ノ浦島芋島南方の海底で飽頭漁夫     8年  炭鉱納屋制度 ,各地で廃止。松島炭

の拾った炭塊で海底露頭を発見 した        坑第 1坑浸水 , 5年第 2坑浸水 ,

のが崎戸炭坑の初め。               3,000万 トン突破 (3,127万 ト

20年 高島の東北部に上八尺層採掘のため        ン全国 )

第一立坑 (深 さ44a)を 開さく。     12年  端島第 4立坑 (深 さ355屁 )完成。

23年 高島炭坑三菱の所有となる。        13年  崎戸蛎ノ浦斜坑 (1,210醜 )完成。

24年 年産 300万 トン突破 (317万 卜    14年  日鉄鉱業KK設立

ン )

石 炭 年 表 (3)昭和時代 (戦前 )
26年 鯰田炭坑で初めて扇風機正式選炭機

ウルア安全燈使用,三菱合資会社設  1928
立,松浦炭坑合資会社設立,採掘。  昭和 3年 少年 (16才未満 )と 婦人の坑内作

27年 二池炭坑で電気照明使用 ,高島中ノ        業禁止

島坑採掘 10年 ウルフ安全燈使用。     5年  休廃坑続出 端島第 2坑掘下げ改修

27年+35年  高島炭坑横島坑採掘               現在の 636れ (当 時日本最深立坑 )  V
28年 端島第二立坑 (深 さ199m)開 さ        住友炭坑KK設立

く。                     8年  潜龍炭鉱KK設立,住友より分離

29年 端島第二立坑 (深 さ 181脇 )開 さ     9年  江迎炭坑第 4坑 (立坑 )海水浸入 ,

く。                      閉山,昭和 3年頃最盛時には年 50    v
32年 石渡信太郎明治鉱業で長壁式採炭法を       万 トンを出した。

を始めた。                   罹災者 54名

39年 高島炭坑でガス爆発,罹災者 307    10年  端島炭坑ガス爆発 罹災者 27名

名。                      大島炭坑第 1坑開坑

40年 二子斜坑開さく。南区域を採掘。      11年  年産 41000万 トン突破 (4,180
43年 江迎炭坑開さく。昭和 42年閃山。        万 トン )全国

45年 崎戸炭坑浅浦立坑 (深 さ199m)    13年  大島炭坑ガス爆発 罹災者 18名

開さく。                 15年  三菱鉱業KK九洲炭鉱汽船 (崎戸 )

を併合,年産 5,631万 トン(歴年
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1946

昭和 21年

22年

24年

25年

26年

30年

31年

32年

33年

最高生炭高 )

16年 伊王島炭坑,長崎鉱業KK伊王島鉱

業所 として出発 , 29年 日鉄鉱業 と

なる。

昭禾日16年度出炭 5,730万 トン

(史上最高 )

石 炭 年 表 (4)昭和時代 (戦後 )

35年

着手 )34年度実蹟 48,998ト ン

38年度実蹟 557,100ト ン

ニ子坑選炭設備完成 (33年着工 )

3月 期決算大平洋炭坑の外は無配 ,

34年度出炭 4,789万 トン (全国)

自走支保の字部現場試験公開

大島坑坑内ガス利用,自 家発電

6,000kw 90%を賄 う。

二子坑ガス利用を開始, 39年 9月

二子発電所ガス助燃 を開始 14,000

kw
6月 稼行炭坑 95坑 (内大手 9坑 )

長崎県 636万 トン

36年

37年  10月 第 1次指定全国 42坑,長崎

県 14坑 (福岡管内 23坑 )第 2次

指定坑上崎戸中里を含む

指定条件

(1)ス クラップアンドヒリル ト方式

(出炭能率 40ト ン/人 /月 以上 )

(2)全国 5.500万 トン体制

(3)33年薬価よリトン1,200円

値下げ

39年 第 2次指定長崎県 12坑 (三子 ,端

島,池島,大島, 日鉄伊王島,日鉄

柏ノ木,上田飛島,大田第二報国 ,

新北松,北松,新竜松 ,飯野松浦 ,

潜竜,中興福島

条件

(1)炭量が 10年以上残存

(2)全国 5。 000万 トン体制

年 表 修)最近時代

昭和 22年度出炭目標 3,000万 ト

ン決定

21年度出炭実績 2,252万 トン

通産省に産業合理化審議会発足

高島蛎ノ瀬立坑完成

25年度出炭目標 4,000万 トン

決定 大島坑ガス爆発 14名死亡

長崎県出産 420万 トン (全国の

9。 1%)
崎戸炭坑出炭 66万 トン (本県第一

位 )大 島坑 428,000ト ン(崎戸

に次ぎ本県第二位 )

佐世保炭坑ボタ山崩れ 93名死亡

鉱業審議会委員発令整備事業団発足

通産省全国石炭埋蔵量 212億 トン

発表 長崎県 21592,000万 トン

(佐世保 927百万 トン,松島

1,035,000百 万 トン,高島 630

百万 トン,約 26億 トン )全国の

12%
崎戸炭坑の坑内ガスを発電に利用

香焼炭坑ガス爆発 罹災者 15名
~子

坑坑底坑道盲立坑を骨幹 とする

深部播掘に着手 ,二子立坑着工

31年度出炭 4,825万 トン 年末

稼行炭坑 795坑 ,常用労務者

30,168名
32年度出炭 5。 335万 トン, 9月

期決算三井鉱山累積赤字 16億円

年末稼行炭坑 708坑

江口炭坑坑内出水 死亡 39名

大島坑ベル トコンベーヤー使用

池島坑操業開始 (27年 10月 開坑

6月 より二子坑高温対策 として冷凍

機本格的操業温度 10℃ を下げた。

(32年 12月 よ り開始 )

端島坑水洗設備新設

端島坑 自然発火深部区域注水放棄 ,

40年 10月 池の区域で生澤再開

西彼西海底で地震探鉱行 なわれる

全国 99坑出炭能率 39。 9ト ン

(8月 末 )

石 炭

1964

昭和 39年

34年
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11月二子立坑揚炭開始 深さ 965

m,日 本最深スキップケイジ捲

二子立坑 917協地点より恐竜 (ド

ラゴン)の化石が発見された。

二子坑出炭 1,278,400ト ン 三池に次

次ぎ原料炭 として日本第二位

フライアッシュ充填実施

本年度全国出炭 50,113,000ト ン

長崎県 5,567,736ト ン (西彼

3,582,000,佐世保 3,218,833)

全国比 11%
1月現在炭田別稼行炭坑

西彼 6坑 (二子 ,端島,伊王島,池

島,大島,崎戸 )

佐世保 21坑 (福島,松浦,江迎 ,

潜竜,中里 ,第二報国 (神田 ),柚

木,新北松,飛島,山住

伊王島炭坑ガス爆発 罹災者 44名

三重沖海底ボーリング第 1号

(N32° 41′ 23〃 E129° 42′ 14り

347れ で炭粉を採取 ,炭層を確認せ

せず 1屁 につき約 10万円を要す。

11月 福島坑通気立坑着工 ,43年
11月 深さ445脇通気第 2立坑貫

通

41年 池島坑水洗粉炭を使用自家発電

8,000kwを計画実施 した。

41年出炭 550,988ト ン

42年 海水蒸留装置 (1日 2、 650ト ン ,

時 110ト ン )経費 120円 (ト ン

当り )を要するが本格的になれば下

る見込

42年 3月 には 3%の配当をしたが

9月 期 より無配 となる池島坑二子坑

外に近代的中央制御室を設け遠隔操

作を行なう。

潜竜坑閉山, 42年上期 2,629,852

トン (池 島 400,000,大島296,000

崎戸 153,000,伊王島 159,000,
~子 60,400,端島 125,000)

43年 海底ボー リング第 2号 (ボー リング

位置 N32° 41′ 23〃 E129° 42′

14″ )

伊王島灯台南西 5,000mに 目下ボ

リング中,崎戸坑閉山

出炭 4,637万 トン,出炭能率46.9

トン (全国 )

_子坑ではレンジング ドラムカッタ

ーの試験で出炭能率 25%増加 した。

69

44年  自走支保本格的採炭を行ない池島坑

では 7月 出炭能率 104.82ト ン/

人/月 の新記録 を樹立 した。 18尺

層 ,一切羽 7月 出炭 111・ 200ト

ン,ド ラムカ ッター切羽長 さ 158
協 二子坑 自然発火 罹災者な し

飛島坑閉山 (松浦市今福 )

山住坑閉山 (佐世保市 )

鯛ノ鼻坑内山 (福島町 )

高島鉱業所は三菱鉱業KKょ り独立

し二子坑 ,端島坑 ,新鯰田坑が参加

し資本金 1億円 (三菱KK出資 )と

し社長には岩間正雄氏 (三菱鉱業K

K常務 )が就任の予定

6月 福岡通産局発表

6月 現在概況 稼行炭坑数 50坑

1,396,000ト ズ 九州 )
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